
　山内　西村先生、最近、ブロックは
非常に進展が著しいのですが、一方で
腰椎の椎間板ヘルニアはけっこう自然
に戻ってしまうこともあるということ
なのですが。
　西村　そのようですね。
　山内　そういった疾患に対してブロ
ックを行う目的とは何なのでしょうか。
　西村　基本的には痛みをとるという
ことです。痛みをとると、少し体が楽
になって、少し体が動かせる。症状の
改善をみることによって、全体的に治
療に近いような効果があるのではない
かといわれていますので、積極的に痛
みをとることは決して無駄ではないと
思います。
　山内　もちろん、痛みは患者さんに
とっては一番大きな問題です。ただ、
あくまでも根治療法ではなく、対症療

法だということですね。
　西村　そうですね。
　山内　実際、痛みはよくとれるもの
なのでしょうか。
　西村　本当によく効く硬膜外ブロッ
クですと、完全に痛みがとれます。本
当にやってよかった、治ってしまった
と思われるぐらい。ただ、あくまで局
所麻酔が効いているのは最高でも30分、
１時間ぐらいで、また元に戻ってしま
うのですけれども、その間の気持ちよ
さがあります。
　山内　楽になりますね。逆に言いま
すと、痛みがとれたからといって、無
理な運動などは行わないほうが当然い
いのですか。
　西村　もちろん、そうだと思います。
ゆっくりしているということです。
　山内　実際、順天堂大学のほうでこ

れを行う頻度はどのぐらいのものでし
ょうか。
　西村　腰椎ヘルニアとなると限られ
てしまいますけれども、ほかに単なる
ぎっくり腰からくる腰痛、それから神
経からくるちょっとした痛みなどを含
めた腰痛となりますと、かなり多いと
思います。10～20％ぐらいの患者さん
が、腰が痛いとして外来に来ていただ
くことがあると思います。
　山内　かなりポピュラーな治療法に
なってきているのだろうと思われます
が、マイナーなトラブルというと、ど
んなものがあるのでしょうか。
　西村　針を使うものですから、その
出血の部位、例えば脊椎のそばですと、
脊髄を圧迫するような血腫になったり、
皮下ですと皮下出血になったり、出血
というのは必ずついて回ります。それ
と、皮膚からだいたい３～４㎝奧にあ
りまして、それもブラインドで行いま
すから、針がずれると自然に、脊髄と
は限らないのですけれども、神経に当
たる、いわゆる“神経損傷”ですが、
それが起こる可能性があると思います。
　山内　これはかなり痛いのでしょう
ね。
　西村　ビリッときて、痺れ感がしば
らく残ったりすることがあります。
　山内　ただ、これは一過性のもので、
そう問題ないということでよろしいの
でしょうね。患者さんにしてみればび
っくりするかもしれませんが。

　西村　針が細いので、そんな強い損
傷を起こすことはないと思いますけれ
ども、一応神経損傷を頭の隅にでも置
いておかないといけないと思います。
　山内　患者さんへの説明のときに困
りますね。
　西村　そうです。
　山内　さて、マイナーなトラブルと
いうより、質問の脊椎麻酔になったと
き、このあたりはどういうことなのか、
少しお話をうかがいたいのですが。
　西村　硬膜外は、硬膜の手前に薬を
入れなければいけないのですけれども、
間違って針が硬膜を破って、クモ膜下
腔のほうに入ってしまい、薬が脳脊髄
液の中に入ってしまった場合ですが、
脊椎麻酔になるわけですから、運動す
ることができなくなって、足の知覚、
運動が全部麻痺してしまいます。動か
なくなってしまうということです。腰
だけにとどまらない場合もありますの
で、そうしますと、ゆっくりゆっくり
薬が上がってきて、肋間神経、最後は
手を動かす筋肉の神経まで、そこまで
麻痺してしまうとたいへんというか、
全脊髄クモ膜下麻酔になってしまうと
いうことです。
　山内　脊椎系がもし全麻痺のような
状態になりますと、例えば内臓系、血
圧とか、そういった全身系のものも、
かなりダメージを受けることになりま
すか。
　西村　はい。一番怖いのは横隔神経
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　腰椎椎間板ヘルニアにて硬膜外ブロック施行中、誤って脊椎麻酔になったと
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　山内　西村先生、最近、ブロックは
非常に進展が著しいのですが、一方で
腰椎の椎間板ヘルニアはけっこう自然
に戻ってしまうこともあるということ
なのですが。
　西村　そのようですね。
　山内　そういった疾患に対してブロ
ックを行う目的とは何なのでしょうか。
　西村　基本的には痛みをとるという
ことです。痛みをとると、少し体が楽
になって、少し体が動かせる。症状の
改善をみることによって、全体的に治
療に近いような効果があるのではない
かといわれていますので、積極的に痛
みをとることは決して無駄ではないと
思います。
　山内　もちろん、痛みは患者さんに
とっては一番大きな問題です。ただ、
あくまでも根治療法ではなく、対症療

法だということですね。
　西村　そうですね。
　山内　実際、痛みはよくとれるもの
なのでしょうか。
　西村　本当によく効く硬膜外ブロッ
クですと、完全に痛みがとれます。本
当にやってよかった、治ってしまった
と思われるぐらい。ただ、あくまで局
所麻酔が効いているのは最高でも30分、
１時間ぐらいで、また元に戻ってしま
うのですけれども、その間の気持ちよ
さがあります。
　山内　楽になりますね。逆に言いま
すと、痛みがとれたからといって、無
理な運動などは行わないほうが当然い
いのですか。
　西村　もちろん、そうだと思います。
ゆっくりしているということです。
　山内　実際、順天堂大学のほうでこ

れを行う頻度はどのぐらいのものでし
ょうか。
　西村　腰椎ヘルニアとなると限られ
てしまいますけれども、ほかに単なる
ぎっくり腰からくる腰痛、それから神
経からくるちょっとした痛みなどを含
めた腰痛となりますと、かなり多いと
思います。10～20％ぐらいの患者さん
が、腰が痛いとして外来に来ていただ
くことがあると思います。
　山内　かなりポピュラーな治療法に
なってきているのだろうと思われます
が、マイナーなトラブルというと、ど
んなものがあるのでしょうか。
　西村　針を使うものですから、その
出血の部位、例えば脊椎のそばですと、
脊髄を圧迫するような血腫になったり、
皮下ですと皮下出血になったり、出血
というのは必ずついて回ります。それ
と、皮膚からだいたい３～４㎝奧にあ
りまして、それもブラインドで行いま
すから、針がずれると自然に、脊髄と
は限らないのですけれども、神経に当
たる、いわゆる“神経損傷”ですが、
それが起こる可能性があると思います。
　山内　これはかなり痛いのでしょう
ね。
　西村　ビリッときて、痺れ感がしば
らく残ったりすることがあります。
　山内　ただ、これは一過性のもので、
そう問題ないということでよろしいの
でしょうね。患者さんにしてみればび
っくりするかもしれませんが。

　西村　針が細いので、そんな強い損
傷を起こすことはないと思いますけれ
ども、一応神経損傷を頭の隅にでも置
いておかないといけないと思います。
　山内　患者さんへの説明のときに困
りますね。
　西村　そうです。
　山内　さて、マイナーなトラブルと
いうより、質問の脊椎麻酔になったと
き、このあたりはどういうことなのか、
少しお話をうかがいたいのですが。
　西村　硬膜外は、硬膜の手前に薬を
入れなければいけないのですけれども、
間違って針が硬膜を破って、クモ膜下
腔のほうに入ってしまい、薬が脳脊髄
液の中に入ってしまった場合ですが、
脊椎麻酔になるわけですから、運動す
ることができなくなって、足の知覚、
運動が全部麻痺してしまいます。動か
なくなってしまうということです。腰
だけにとどまらない場合もありますの
で、そうしますと、ゆっくりゆっくり
薬が上がってきて、肋間神経、最後は
手を動かす筋肉の神経まで、そこまで
麻痺してしまうとたいへんというか、
全脊髄クモ膜下麻酔になってしまうと
いうことです。
　山内　脊椎系がもし全麻痺のような
状態になりますと、例えば内臓系、血
圧とか、そういった全身系のものも、
かなりダメージを受けることになりま
すか。
　西村　はい。一番怖いのは横隔神経

硬膜外ブロック時の合併症への対応

順天堂大学麻酔科学教授
西　村　欣　也

（聞き手　山内俊一）

　腰椎椎間板ヘルニアにて硬膜外ブロック施行中、誤って脊椎麻酔になったと
きの処置方法についてご教示ください。

＜福岡県開業医＞

ドクターサロン59巻４月号（3 . 2015） （273）  3332 （272） ドクターサロン59巻４月号（3 . 2015）

1504本文.indd   32-33 15/03/16   9:38



がダメージを受けてしまうと呼吸がで
きなくなってしまうことです。当然意
識もなくなってしまうでしょうし、呼
吸ができなくなることは患者さんにと
っては死を意味することになります。
死んでしまう可能性があることを頭の
隅に入れておかないと、硬膜外ブロッ
クは行わないほうがいいと思います。
　山内　頭の隅に置いていても、万が
一に備えて、レスピレーターが必要と
いうことでしょうか。
　西村　アンビューバッグ、酸素、簡
単な挿管道具、今は挿管より簡単なラ
リンジアルマスクという、のどのとこ
ろに入れるマスクがありますので、そ
れをすぐ挿入して、とりあえず人工呼
吸することが重要だと思います。
　山内　かつ、そういう状態で、そう
いう救急救命に対応できる病院が近く
にないと厄介だということになります
ね。
　西村　そうです。
　山内　場合によっては、この質問の
先生はクリニックかもしれませんが、
病院のほうに行って施行することも考
えるべきものなのでしょうね。
　西村　基本的にはそれが一番安全で
しょうけれども、どうしてもという場
合には、硬膜外ブロックは、先ほど言
いましたように、かなり痛みに対して
は有効ですので、治療というのはちょ
っと大げさかもしれませんが、本当に
いいものですから、行っても構わない

のですが、クモ膜下腔に薬を入れない
ことが大切です。予防が一番いいとい
いますか、予防に優るものはないと思
います。
　すなわち、クモ膜下腔に入れないよ
うにすることと、気がつかないうちに
薬が入っているかもしれませんので、
薬を最初ゆっくり入れて、患者さんを
よく観察することです。足の痺れがす
ぐきたら、クモ膜下腔に入っているか
もしれません。硬膜外腔ですと、しば
らくしないと痺れはこないです。クモ
膜下腔に入っている場合には１～２分
の単位できてしまいますから、ゆっく
り入れて、患者さんを観察することが
重要なのではないでしょうか。
　山内　そのあたりは、エコーや何か
を使っても予測や予防は難しいのでし
ょうか。
　西村　他に手段はないですね。手の
感覚だけです。あと、レントゲン下で
行うのはありますけれども、造影剤を
入れて、確実に入っていることを確認
する。そこまでするのは相当大がかり
な機器が必要になってきます。
　山内　痺れ感というのが一つの前兆
と考えてよいわけですね。
　西村　いいと思います。足が動かな
いとか、痺れてきたということですね。
硬膜外にうまく入っていると、痺れて
くるのに最低でも５分ぐらいかかりま
すから、ゆっくりゆっくりきて、急に
はきません。

　山内　もしそういうことが起こって
しまったときの処置はどうなのでしょ
う。
　西村　とにかく安静にして、血圧を
測り、患者さんとコンタクトを取りな
がら、最低でも１時間以上安静にして
おくことだと思います。足の動きが戻
るまで、それは２時間かもしれないし、
３時間かもしれませんが、帰宅させな
いで、ずっと観察を続けることが一番
重要だと思います。そのほかに、ちゃ
んと意識があるか確認すること。すな
わち「呼吸できますね」とか「手は痺
れていないですか？」とか聞くことも
重要だと思います。
　山内　足の場合だけに関しては横に
して寝させる、仰臥位でいいというこ
とですね。
　西村　いいと思います。
　山内　実際、２～３時間ぐらいは様
子を見るということですね。
　西村　はい。たとえ１時間で足が動
いても、もうしばらくして、ゆっくり
立てるかどうか。屈伸運動が少しでき
るのかどうかをやらないと、歩いてい
る途中で倒れてしまうかもしれないの
で。
　山内　バイタルのモニターとして大
事なものは何ですか。
　西村　血圧と心電図。少し徐脈にな
るかもしれないので、血圧と、心電計
があれば心電計をつけて、心拍数も観

察したほうがいいと思います。
　山内　先ほど上のほうにいってしま
うと、非常に重篤になってきてしまう
とおっしゃいましたが、その徴候とし
ては何でしょうか。
　西村　最初にくるのは息苦しさ、次
に手の痺れだと思います。そうこうし
ているうちに横隔神経がダメージを受
けますと、本当に呼吸ができなくなっ
てしまうということです。
　山内　そうしますと、患者さんは例
えば「苦しい」と訴えられない。
　西村　「苦しい」とも言えなくなっ
てしまう状態になると思います。あわ
てずに、あっと思ったらマスクを当て
て人工呼吸をすることが重要だと思い
ます。
　山内　ただ、おうかがいしていると、
基本的には可逆的なものだと考えてよ
いわけですね。
　西村　そうです。
　山内　よく下半身が完全に麻痺して
しまって、膀胱直腸障害もきてしまう
と聞くことがありますが、あれはない
のでしょうか。
　西村　ゼロではないですが、極めて
まれだと思います。永久的に麻痺が残
るのは、間違った薬を入れていなけれ
ば、だいたいは起こらないものです。
昔は間違って消毒薬を入れた事例があ
ったようです。
　山内　ありがとうございました。
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がダメージを受けてしまうと呼吸がで
きなくなってしまうことです。当然意
識もなくなってしまうでしょうし、呼
吸ができなくなることは患者さんにと
っては死を意味することになります。
死んでしまう可能性があることを頭の
隅に入れておかないと、硬膜外ブロッ
クは行わないほうがいいと思います。
　山内　頭の隅に置いていても、万が
一に備えて、レスピレーターが必要と
いうことでしょうか。
　西村　アンビューバッグ、酸素、簡
単な挿管道具、今は挿管より簡単なラ
リンジアルマスクという、のどのとこ
ろに入れるマスクがありますので、そ
れをすぐ挿入して、とりあえず人工呼
吸することが重要だと思います。
　山内　かつ、そういう状態で、そう
いう救急救命に対応できる病院が近く
にないと厄介だということになります
ね。
　西村　そうです。
　山内　場合によっては、この質問の
先生はクリニックかもしれませんが、
病院のほうに行って施行することも考
えるべきものなのでしょうね。
　西村　基本的にはそれが一番安全で
しょうけれども、どうしてもという場
合には、硬膜外ブロックは、先ほど言
いましたように、かなり痛みに対して
は有効ですので、治療というのはちょ
っと大げさかもしれませんが、本当に
いいものですから、行っても構わない

のですが、クモ膜下腔に薬を入れない
ことが大切です。予防が一番いいとい
いますか、予防に優るものはないと思
います。
　すなわち、クモ膜下腔に入れないよ
うにすることと、気がつかないうちに
薬が入っているかもしれませんので、
薬を最初ゆっくり入れて、患者さんを
よく観察することです。足の痺れがす
ぐきたら、クモ膜下腔に入っているか
もしれません。硬膜外腔ですと、しば
らくしないと痺れはこないです。クモ
膜下腔に入っている場合には１～２分
の単位できてしまいますから、ゆっく
り入れて、患者さんを観察することが
重要なのではないでしょうか。
　山内　そのあたりは、エコーや何か
を使っても予測や予防は難しいのでし
ょうか。
　西村　他に手段はないですね。手の
感覚だけです。あと、レントゲン下で
行うのはありますけれども、造影剤を
入れて、確実に入っていることを確認
する。そこまでするのは相当大がかり
な機器が必要になってきます。
　山内　痺れ感というのが一つの前兆
と考えてよいわけですね。
　西村　いいと思います。足が動かな
いとか、痺れてきたということですね。
硬膜外にうまく入っていると、痺れて
くるのに最低でも５分ぐらいかかりま
すから、ゆっくりゆっくりきて、急に
はきません。

　山内　もしそういうことが起こって
しまったときの処置はどうなのでしょ
う。
　西村　とにかく安静にして、血圧を
測り、患者さんとコンタクトを取りな
がら、最低でも１時間以上安静にして
おくことだと思います。足の動きが戻
るまで、それは２時間かもしれないし、
３時間かもしれませんが、帰宅させな
いで、ずっと観察を続けることが一番
重要だと思います。そのほかに、ちゃ
んと意識があるか確認すること。すな
わち「呼吸できますね」とか「手は痺
れていないですか？」とか聞くことも
重要だと思います。
　山内　足の場合だけに関しては横に
して寝させる、仰臥位でいいというこ
とですね。
　西村　いいと思います。
　山内　実際、２～３時間ぐらいは様
子を見るということですね。
　西村　はい。たとえ１時間で足が動
いても、もうしばらくして、ゆっくり
立てるかどうか。屈伸運動が少しでき
るのかどうかをやらないと、歩いてい
る途中で倒れてしまうかもしれないの
で。
　山内　バイタルのモニターとして大
事なものは何ですか。
　西村　血圧と心電図。少し徐脈にな
るかもしれないので、血圧と、心電計
があれば心電計をつけて、心拍数も観

察したほうがいいと思います。
　山内　先ほど上のほうにいってしま
うと、非常に重篤になってきてしまう
とおっしゃいましたが、その徴候とし
ては何でしょうか。
　西村　最初にくるのは息苦しさ、次
に手の痺れだと思います。そうこうし
ているうちに横隔神経がダメージを受
けますと、本当に呼吸ができなくなっ
てしまうということです。
　山内　そうしますと、患者さんは例
えば「苦しい」と訴えられない。
　西村　「苦しい」とも言えなくなっ
てしまう状態になると思います。あわ
てずに、あっと思ったらマスクを当て
て人工呼吸をすることが重要だと思い
ます。
　山内　ただ、おうかがいしていると、
基本的には可逆的なものだと考えてよ
いわけですね。
　西村　そうです。
　山内　よく下半身が完全に麻痺して
しまって、膀胱直腸障害もきてしまう
と聞くことがありますが、あれはない
のでしょうか。
　西村　ゼロではないですが、極めて
まれだと思います。永久的に麻痺が残
るのは、間違った薬を入れていなけれ
ば、だいたいは起こらないものです。
昔は間違って消毒薬を入れた事例があ
ったようです。
　山内　ありがとうございました。

ドクターサロン59巻４月号（3 . 2015） （275）  3534 （274） ドクターサロン59巻４月号（3 . 2015）

1504本文.indd   34-35 15/03/16   9:38


	02-1504本文_00016-1
	02-1504本文_00016-2
	02-1504本文_00017-1
	02-1504本文_00017-2



